
B4変形　364x210mm

winter gift 2021 from Togoshiginza

関東有数の長さを誇る「戸越銀座商店街」
たくさんのお店から選りすぐりの
アイテムをセレクトしました。

大切な方への贈り物にいかがですか？

熨斗対応

No.01 No.02 No.03絶品お芋スイーツで
コーヒーブレイクセット

3,000 円 （税込）

とごしぎんざジュースで
おやつタイムセット

3,000 円 （税込）

コロッケに合う～！
晩ごはんのおともセット

3,000 円 （税込）

戸越銀座ブランドの
オリジナルジュース。
５倍希釈なので、水や
お湯はもちろん、炭酸
で割ったり、カキ氷の
シロップにしても良し。
ビタミンやミネラルが
豊富な「さんざし」と
喉に優しい「かりん」
をミックスしました。

 ランチタイムや
お散歩におすすめ！
しっかり厚みのある
コットンミニトート

後味に焙じ茶のような
香りが楽しめるブレンド。
こっくりと甘い、素朴な 
芋けんぴが抜群の相性！

コンパスコーヒー
戸越銀座ブレンド（コーヒー粉 200ｇ）
芋 stand BY ダンポテト
芋けんぴ（胡麻100g）
戸越銀座ブランド
（販売店：ほっとスポット戸越銀座、ギャラリーカメイ 他）
戸越銀座 キャンバスミニトートバッグ
（サイズ : 約 W300 × H200 × マチ100mm ※持ち手 25×290mm）

セット
内容

01

戸越銀座ブランド（販売店：瀬尾商店 他）
とごしぎんざジュース（さんざし & かりん 360ml、５倍希釈）

芋 stand BY ダンポテト
芋けんぴ（胡麻 100g）

江戸越屋
粋町しょこら（みるくに小豆 50g）

戸越銀座ブランド
（販売店：ほっとスポット戸越銀座、ギャラリーカメイ 他）
戸越銀座 キャンバスミニトートバッグ
（サイズ : 約 W300 × H200 × マチ100mm ※持ち手 25×290mm）

セット
内容

02
銀ちゃんが目印の「とごしぎんざジュース」は
希釈タイプで幅広い楽しみ方ができます！
濃厚ミルクチョコレートに小豆のサクサク食感が
マッチした「粋町しょこら」、細切りで食べやすい
「芋けんぴ」とオリジナルミニトートのセット。

昔なつかしのソース。
揚げ物にピッタリの味！

戸越銀座ブランド（販売店：かたばみ精肉店 他）
とごしぎんざソース（300ml、中濃ソース）

福井県坂井市アンテナショップ
三里浜特産 花らっきょ（らっきょう甘酢漬 120g）

solco（ソルコ）
とごしぎんざのソルト / カレー塩（35g入り）

くらしの雑貨店もくもくいし
とごしぎんざの箸置き（生成色×1、藍色×1 、直径約40mm、陶製）

セット
内容

03
歯切れの良い「花らっきょ」は、カレーのおともはもちろん、
おつまみにも。「カレー塩」はコロッケをはじめ、魚ソテー、
野菜やキノコの炒め物などにさっと振りかけると最高。
「箸置き」は、戸越銀座出身アーティスト亀井武彦さんによる
「とごしぎんざマーク」を元に、戸越銀座在住の陶芸家
シマムラヒカリさんが制作しました。

※コロッケと箸はセットに含まれません。

※包装はイメージです。

指定店舗にて
受付中！

オンラインでも
注文OK！ 限定

セット20

限定
セット20

限定
セット20



B4変形　364x210mm

No.04 戸越銀座の銘酒に酔うひととき…

吟醸酒を嗜むセット
5,000 円 （税込）

5,000 円 （税込）

戸越銀座ブランド（販売店：かたばみ精肉店 他）
とごしぎんざソース（中濃ソース 300ml）

戸越銀座ブランド（販売店：とごしぎんざの牛乳屋）
とごしぎんざ吟醸酒（720ml）

福井県坂井市アンテナショップ
三里浜特産 花らっきょ（らっきょう甘酢漬 120g）

solco（ソルコ）
とごしぎんざのソルト / カレー塩（35g入り）

くらしの雑貨店もくもくいし
とごしぎんざの箸置き（生成色×1、藍色×1 、直径約40mm、陶製）

※コロッケと箸、枡はセットに含まれません。

限定
セット20

限定セット商品のため
「とごしぎんざの牛乳屋」
受付のみとなります
（オンライン受付不可）

フルーティで
ふくよかな味わい。
すっきり飲みやすいので
女性にもおすすめです。

セット
内容

04
戸越銀座オリジナルブランド第一号の「とごしぎんざ吟醸酒」、
地元で親しまれている精肉店の「とごしぎんざソース」、
話題の塩専門店が開発したコロッケに合う「カレー塩」、
地元作家の「手作り箸置き」、つまみにぴったり「花らっきょ」。
ご自宅で戸越銀座を満喫できる晩酌セットです。

no.03セットに「吟醸酒」を
加えたスペシャルギフト！

お歳暮申込書
2021年お申し込み方法 申込期間（店頭/オンライン共通）

11/30（火）まで
申込期間  （店頭/オンライン共通）

11/30（火）まで
お申込日

該当箇所に◯をつけてください。

該当箇所に◯をつけてください。

月　　　　　日

no.01～03セットとNo.04セットを合わせてご注文の場合、別々の注文用紙をお使いください。

オンライン注文  （お支払い方法：クレジットカード決済）

①  以下のURLにパソコンやスマートフォンでアクセスします。

・実際の商品は、画像と外観が異なることがございます。
・限定数に達し次第、申込受付を終了いたします。

品川区戸越1-19-18 TKビル1F
TEL： 03-3787-7207
営業時間： 11:00-20:00
定休日： 火曜

受付可能セット： no.01/02 / 03

※限定数に達し次第、申込受付を終了いたします。
※限定数に達し次第、申込受付を終了いたします。
※配送希望の方は、店頭にて配送伝票をご記入ください。

受付可能セット： no.04のみ

受付可能セット： no.01/02 / 03

※この他の店舗では受付しておりません。

（中央街）

①  本チラシの申込書にご記入いただき、 指定店舗「瀬尾商店」または
　　「ギャラリーカメイ」にてお申し込みください。
　　no.04「吟醸酒を嗜むセット」は「とごしぎんざの牛乳屋」で受付します。
　　いずれの店舗でも、お支払いは現金のみです。

②  配送ご希望の場合は、店頭にて配送伝票をご記入願います。

③  領収書に受付番号を記載しますので、大事に保管してください。

②  商品を選び、カートに入れて、クレジットカード決済完了まで進みます。

③  ご注文確認メール（控え）が届きますので、大事に保管してください。

④  配送希望の場合 → 12/10以降順次発送いたします。 （到着日指定不可）

　  店舗受取希望の場合 → 12/10以降、「瀬尾商店」にてお受取ください。
※発送完了後、メールにて通知いたします。

※no.04「吟醸酒を嗜むセット」はオンライン注文できません。店舗受付となります。

no.04「吟醸酒を嗜むセット」は
限定商品のため、こちらの店舗
でのみお申し込み可能です。

※注文IDとお名前を確認させていただきます。

④  配送希望の場合 → 12/10以降順次発送いたします。 （到着日指定不可）

　  店舗受取希望の場合 → 12/10以降、申込された店舗にてお受取ください。

一般社団法人　戸越銀座エリアマネジメント
メールアドレス：  gift@togoshiginza.jp

※発送完了後、希望者にはメールにて通知いたします。

※領収書を忘れずにご持参ください。

https://togoshiginza.base.shop
店頭受取  ｜ 配送希望

店頭受取  ｜ 配送希望

店頭受取  ｜ 配送希望

店頭受取 

配送希望

商品合計金額 （店舗記入）

円

引換券 受付番号

配送料

（税込） 円（税込）

①熨斗なし　  ｜ ②熨斗あり（名入れなし）

③熨斗あり（名入れあり）
※枠内にご希望の名入れの
　内容をご記入ください。

熨斗  ※「外熨斗」のみ対応可能です。

フリガナ

メールアドレス （配送希望の方/発送完了後、通知連絡希望の方のみ）

氏名 電話番号

お申込商品     （no.01～03 各3,000円税込）

お申込商品　  ※「とごしぎんざの牛乳屋」での申込限定

合計

セット数 受け渡し方法

セット

セット

セット

店頭受取  ｜ 配送希望
セット

セット

no.01  コーヒーブレイクセット

no.02  おやつタイムセット

no.03  晩ごはんのおともセット

no.04  吟醸酒を嗜むセット（5,000円税込） セット
または

お
申
込
者

切
り
取
り

配送料

注意事項

お問い合わせ

申込店舗

熨斗対応
※包装はイメージです。
※「外熨斗」のみとなります。

商店街の指定店舗で申込 （お支払い方法：現金のみ）
※お受取は申込いただいた店舗となります。

どちらの方法でも、配送または店舗受取 お好きな受け取り方法を選択できます。

商品の店舗受取・配送でのお届けは、12/10以降 となります。

エリア

下記以外 1,000円

1,400円

1,200円

1,200円

1,400円

1,400円

北海道

中国

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

香川・徳島・愛媛・高知

岡山・広島・山口・鳥取・島根

（税込）

四国

九州

沖縄

送料

togoshi_ginza
戸越銀座商店街 公式インスタグラム

瀬尾商店

品川区豊町1-4-16 カメイビル
TEL： 03-3783-0808
営業時間： 10:00-19:00
定休日： 火曜

（銀六会）ギャラリーカメイ

品川区豊町1-4-11
TEL： 03-3785-3617
営業時間： 10:00-19:00
定休日： 日曜

（銀六会）
とごしぎんざの牛乳屋

お申込店舗
瀬尾商店 ギャラリーカメイ とごしぎんざの

牛乳屋

お歳暮を贈る時期
かつては12/13のお正月の準備を始める「事始め」からと
されていましたが、現在では12月上旬～25日頃とされています。


